
 ます形 

（ていねい形） 

ふつう形 て形 

じしょ形 ない形 た形 ない形・た形 

Ⅰグループ かきます かく かかない かいた かかなかった かいて 

いきます いく いかない *いった いかなかった *いって 

いそぎます 

se dépêcher 

いそぐ いそがない いそいだ 

ぎ→い 

いそがなかった いそいで 

ぎ→い 

やすみます 

Se reposer 

やすむ やすまない やすんだ 

み→ん 

やすまなかった やすんで 

み→ん 

かみます 

mordre, macher 

かむ かまない かんだ 

み→ん 

かまなかった かんで 

み→ん 

よびます 

appeler 

よぶ よばない よんだ 

び→ん 

よばなかった よんで 

び→ん 

しにます 

mourir 

しぬ しなない しんだ 

に→ん 

しななかった しんで 

に→ん 

つくります 

faire, créer 

つくる つくらない つくった 

り→っ 

つくらなかった つくって 

り→っ 

おどります 

danser 

おどる おどらない おどった 

り→っ 

おどらなかった おどって 

り→っ 

つかいます 

utiliser 

つかう つかわない 

い→わ 

つかった 

い→っ 

つかわなかった つかって 

い→っ 

もちます 

avoir 

もつ もたない もった 

ち→っ 

もたなかった もって 

ち→っ 

なおします 

guerir, reparer 

なおす なおさない なおした なおさなかった なおして 

Ⅱグループ たべます たべる たべない たべた たべなかった たべて 

みます みる みない みた みなかった みて 

Ⅲグループ します する しない した しなかった して 

きます くる こない きた こなかった きて 



 ます形（ていねい形） かのう形 いこう形 めいれい形 きんし形 じょうけん形 

Ⅰグループ かきます かけます かこう かけ かくな かけば 

いきます いけます いこう いけ いくな いけば 

いそぎます 

se dépêcher 

いそげます いそごう いそげ いそぐな いそげば 

やすみます やすめます やすもう やすめ やすむな やすめば 

かみます 

mordre, macher 

かめます かもう かめ かむな かめば 

よびます 

appeler 

よべます よぼう よべ よぶな よべば 

しにます 

mourir 

しねます しのう しね しぬな しねば 

つくります 

faire, créer 

つくれます つくろう つくれ つくるな つくれば 

おどります 

danser 

おどれます おどろう おどれ おどるな おどれば 

つかいます つかえます つかおう つかえ つかうな つかえば 

もちます 

avoir 

もてます もとう もて もつな もてば 

なおします 

guerir, reparer 

なおせます なおそう なおせ なおすな なおせば 

Ⅱグループ たべます たべられます たべよう たべろ たべるな たべれば 

みます みられます みよう みろ みるな みれば 

Ⅲグループ します できます しよう しろ するな すれば 

きます こられます こよう こい くるな くれば 

 

 

 



 ます形（ていねい形） うけみ形、 そんけい形 しえき形 しえきうけみ形 1 しえきうけみ形 2 

Ⅰグループ かきます かかれます かかせます かかせられます かかされます 

いきます いかれます いかせます いかせられます いかされます 

いそぎます 

se dépêcher 

いそがれます いそがせます いそがせられます いそがされます 

やすみます やすまれます やすませます やすませられます やすまされます 

かみます 

mordre, macher 

かまれます かませます かませられます かまされます 

よびます 

appeler 

よばれます よばせます よばせられます よばされます 

しにます 

mourir 

しなれます 

（うけみ形だけ） 

しなせます しなせられます しなされます 

つくります 

faire, créer 

つくられます つくらせます つくらせられます つくらされます 

おどります 

danser 

おどられます おどらせます おどらせられます おどらされます 

つかいます つかわれます つかわせます つかわせられます つかわされます 

もちます 

avoir 

もたれます もたせます もたせられます もたされます 

なおします 

guerir, reparer 

なおされます なおさせます なおさせられます  

Ⅱグループ たべます たべられます たべさせます たべさせられます  

みます みられます みさせます みさせられます  

Ⅲグループ します されます させます させられます  

きます こられます こさせます こさせられます  

 


